
 

日 次 スケジュール 食事

① 
11/3 

(月) 

【朝】 国内線乗継利用の方は、各空港より指定便にて成田へ。 

【午前】成田空港に全員集合。成田空港を出発。途中、経由地を経て、イスラエルへ。
(機内)

【深夜】イスラエル・テルアビブ空港へ到着｡宿泊先にて仮眠｡ 

    渡航の疲れをおとりください。 

(機内)

 

② 
11/4 

(火) 

 

【終日】荒野へ向けて出発。ダビデがゴリアテと戦ったエラの谷、世界遺産のテル･べ

エルシェバ遺跡見学。イスラエルの民が 11/0 年さまよったネゲブ砂漠を通って 

世界最大級のクレーター､ミツペ･ラモンヘ。 

朝:×

昼:○

夕:○

③ 
11/5 

(水) 

【終日】一路、ネゲブ砂漠を南下、途中、ティムナ銅山にある原寸大の幕屋の模型な

どを見学。その後、エジプト・シナイ半島へ入ります｡聖カテリーナ修道院見学。 

登山に備え､早目に就寝しましょう。 

朝:○

昼:○

夕:○

④ 
11/6 

(木) 

【深夜】夜中に起床し、いよいよシナイ山登山開始。山頂での日出は､一生の思い出

になるでしょう。 

【朝】頂上で日出を見た後、下山。 

【終日】下山後､タバの国境からイスラエルへ戻り､アラバー地溝帯を北上。夜には、

死海ほとりのリゾートホテルヘチェックイン。 

朝:○

昼:○

夕:○

⑤ 
11/7 

(金) 

【午前】ユダヤ民族最後の砦マサダ要塞見学へ。 

【午後】死海浮遊体験などをお楽しみいただきながら、ゆっくりと旅の疲れをお癒し 

ください。 

朝:○

昼:○

夕:○

⑥ 
11/8 

(土) 

【終日】ホテルを出発。エンゲディのダビデの滝展望。20 世紀最大の考古学的発見

と言われる死海写本で有名なクムラン遺跡見学。世界最古の町エリコにて昼食。ロ

ープウェイで誘惑の山まで登ってみましょう。ヨルダン渓谷を一路北上し、ガリラヤ湖

畔へ。 

朝:○

昼:○

夕:○

⑦ 
11/9 

(日) 

【終日】聖日礼拝。ガリラヤ湖畔にある､イエス様の足跡の教会を訪問していきます。

ペテロの再召命教会、カペナウム遺跡、山上の垂訓の丘、二匹の魚と五つのパン増

加の記念教会など。ガリラヤ湖を遊覧。ヘルモン山麓のピリポカリザリアも訪問しま

す。この日の昼食には、聖ペテロの魚料理をご賞味ください。 

朝:○

昼:○

夕:○

⑧ 
11/10 

(月) 

【終日】婚礼の奇跡があったカナ村を通り､ナザレの受胎告知教会、大エヨセフの教会

など訪問。エリヤが戦ったカルメル山の脇を通り、地中海沿岸のカイザリア遺跡見学

へ。夕方には、いよいよ、エルサレムへの都のぼりです。 

朝:○

昼:○

夕:○

⑨ 
11/11 

(火) 

【終日】オリーブ山からエルサレムの町を展望し､主の涙の教会､ゲッセマネの園など

訪問します。嘆きの壁や､神殿の丘、イエス様の裁判をしたカヤパの官邸跡を訪問。

旧市街のヴィアドロローサを辿って､十字架の立てられた聖墳墓教会まで歩きます。

朝:○

昼:○

夕:○

⑩ 
11/12 

(水) 

【終日】ダビデの町考古学公園( ギホンの泉、ヒゼキヤのトンネル、シロアムの池な

ど)を見学。イスラエル博物館では、エルサレムの 1/20 模型や死海写本館を見学 

します。時間があれば、エルサレム新市街を散策しましょう。 

【夜】夕食後、ホテルにて帰国に備え、準備。 

朝:○

昼:○

夕:○

⑪ 
11/13 

(木) 

【深夜～早朝】空港へはセキュリティ・チェックのため３時間前に到着します。 

【朝】テルアビブ発、経由地を経て、空路、成田へ。 (機内)

⑫ 
11/14 

(金) 

成田空港到着後、解散。 

  

※現地情勢等の状況により行程が変更になる場合がございます 

 

2008 年 11 月 3 日（月）～11 月 14 日（金）12 日間 
団長  斎藤 亘師 （日本イエス・キリスト教団委員長） 

ガイド 柿内ルツ師 （イスラエル政府公認ガイド） 
小催行人員 25 名様 

旅行代金 暫定 成田発着 378,000 円 (2 名様 1 室ご利用)
    ※別途、空港諸税、燃油付加料等約 50,000 円(3/31 現在)が必要です。

申込締切 2008 年 4 月 25 日(金) 
 

※この旅行は、日本イエス・キリスト教団様のご依頼に基づき、企画・実施される受注型

企画旅行(団体旅行)です。 

日本イエス・キリスト教団 シナイ山とイスラエルの旅 第二陣 

■利用航空会社 未定 
( エールフランス航空、オーストリア航空、ブリティッシュ航

空、ルフトハンザ航空、アリタリア航空、スイス航空、または

KLM オランダ航空の経由便・エコノミークラス) 

 

■利用予定ホテル 
・到着時/ ヤッドハシュモネ・クリスチャン研修ログハウス 

・ミツペラモン/ ラモンイン   

・シナイ山/ 聖カテリーナツーリストヴィレッジ 

・死海/ クラウンプラザ・ホテル、またはホッド 

・ガリラヤ/ スコッティスホテル、 

        またはキブツマアガン・ホリディヴィレッジ 

・エルサレム/ オリーブツリー、またはグランドコート 

 

■食事 朝8 回 昼9 回 夕9 回 
( 機内食は除く。別途、機内では、機内食があります。)

■添乗員 成田空港より同行します 

 

■旅行代金 ２名様１室ご利用・お一人様 

 成田発着 暫定価格 ¥378,000  
 お一人部屋利用追加代金 ¥70,000 

 

※大阪発着、福岡発着の国内線乗継手配は、利用航空会

社が確定してからのご案内となります。 

   予価 大阪\25,000円 福岡\37,000 

全員様、一旦、成田集合になります。早割航空券等、お

客様自身で手配されても構いません。 

※成田前日宿泊ご希望の方はお問い合わせください。 
※別途、成田空港使用料、利用する国内・海外各空港税、航空保 

険料、燃油付加料( 3/31現在 約50,000 円前後) が必要です。 

為替レート、原油価格により変動します。 

※現地にて、イスラエル、エジプト国境通過税約$35が必要になりま

す(レートにより変動します)。 

■ 少催行人員 25 名様 ( 定員30名様) 
※申込順の受付になります。定員を超えた場合には、お受けでき 

ない場合がございます。 

※参加人数が 小催行人員20 名未満の場合には、一部内容変更

または追加料金にてツアーを行う可能性があります。 

■募集締切 2008 年4 月 25 日(金) 

■ご注意 
※本ツアーは、募集締切後より、取消料が発生いたします。

旅行開始日の前日から起算して31 日以前… ¥50,000 

旅行開始日の前日から起算して 

30 日前から３日前まで………旅行代金の20％

旅行開始日の前々日および前日、当日…旅行代金の50％

旅行開始後、または無連絡の場合 …旅行代金の100％

※お申込時にはパスポートも取得してください。 
( 日本国籍の場合、必要な有効期間は2009 年5 月6 日以上です。) 

※海外旅行保険には、必ずご加入ください。 
 ■お申込方法・・・2008 年4 月 25 日(金)締切 

① 裏面のお申込書に必要事項をご記入いただき、パスポートのコピー（写真面）とご一緒にお送りください。 

② ご旅行代金の内金として 250,000円(うち申込金50,000円含む)を、下記口座にお振込みください。 
     三井住友銀行 上野支店 普通 7924032 口座名: 海外観光（株）ハンドメイドツアー 

 

※お申込書とお申込金の受領をもって、お申込み受付とさせていただきます。すでに、第一陣の申込書にてご提出いただいていらっしゃる方は、再提出は不要で

す。参加の意思をご連絡ください。料金の確定、残金のご請求は、航空会社確定後、7～8 月頃、空港諸税等を含めた残金のご清算させていただきます。 

 

ア ク ツ 

海外観光株式会社 国土交通大臣登録旅行業第 1832 号 

〒110-0016 東京都台東区台東 4-30-8 宮地ビル本館７Ｆ

TEL. 03-5812-7080 / FAX. 03-5812-7085 
担当 にこまるツアー・アクツ企画 竹下・笹岡 
旅行業務取扱管理者 笹岡 真奈美 

■お問い合わせ／お申込み先 
旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り

扱う営業所での取引に関する責任者です。 
この旅行契約に関し、担当者からの取り扱いにご

不明な点があれば、ご遠慮なく、右記の旅行業務

取扱管理者にお尋ねください。 


